
（別添１）

●平成25年における廃棄物の輸出の内容

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 18,554 ※         91,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 21,342 ※         27,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 12,163 ※         94,600

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 17,824 ※        165,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 2,076 ※         50,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,345 ※         19,350

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 28,845 ※        115,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 17,959 ※         57,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 1,020 ※         13,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,458 ※        140,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 17,070 ※         54,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 91,590 ※        144,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 17,033 ※         49,240

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 9,000 ※         17,160

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 15,202 ※         33,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 35,435 ※         72,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 1,885 ※         26,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 81,928 ※        126,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 4,139 ※         26,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 31,382 ※         50,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 48,231 ※         50,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 4,577 ※           4,680

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 34,236 ※         38,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 32,620 ※         45,600

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 33,754 ※        120,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,500 ※         15,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 106,830 165,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 20,125 29,900

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 60,422 106,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 22,214 30,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,110 15,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 69,501 76,999
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石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 39,433 79,550

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 55,810 60,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 53,136 115,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 13,948 50,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 9,571 26,600

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 50,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 10,215 22,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 35,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 31,620 54,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 82,500

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,509 32,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 18,023 48,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 32,608 60,800

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 45,832 140,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 10,888 84,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 64,741 144,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 1,000 10,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 33,707 91,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 39,278 98,800

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 33,478 49,420

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 30,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 0 12,300

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 0 24,300

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 2,028 26,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 32,231 75,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 0 16,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 7,871 76,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 1,512 17,160

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 21,077 70,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 18,242 105,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,000 17,160

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 5,636 70,000

総　量 1,464,763 2,296,489

件　数 57 38

注）※の輸出案件は平成24年に輸出確認を得たものであるが、実際の輸出は平成25年中にも
　　行われたため本表に掲載した。なお、総数及び件数には計上していない。


